
　昨年度末（2017年度）、特任助教の洪賢秀さんが（株）ベーシッ

ク研究所を起業され、特任研究員の高島響子さんが国立国際医療

研究センターへ、吉田幸恵さんが群馬パース大学へそれぞれ栄転

されました。今年度（2018年度）は、学術支援職員として西村

奈津子さん、新領域創成科学研究科の研究生として河合香織さん

をお迎えしました。こじんまりした研究室になりましたが、無事

に VOICE 第 9 号を発行することができました。

　個人的には、今年度は様々な立場の声をたくさん聞き、たくさ

ん批判も受け、たくさん学んだ年でした。そのひとつは、2019

年春に保険適用される、がん遺伝子パネル検査です。このイン

フォームド・コンセントには、検査受検だけでなく、遺伝性腫瘍

の可能性の情報提供、データの多目的二次利用も含まれます。全

国での進め方を、がんゲノム情報管理センター（C-CAT）、拠点・

連携病院、検査企業、厚生労働省と何度も話し合い、モデル文書

や手順書案を修正する作業を繰り返しましたが、一番気になるの

は患者の意見。国立がん研究センターの中田はる佳さんの協力を

得て、患者・市民からの意見聴取も実施しました。これからどん

な運用になるのか、見守りたいと思います。

　また、日本医療研究開発機構（AMED）における患者・市民参

画に関する調査とガイドブック作りに関与しました。「臨床研究

等における患者・市民参画に関する動向調査」委員会を母体とし

て、同機構の職員、がんや難病の研究者、患者・市民団体の方々

から多数のご意見やご懸念を頂きました。患者と協働しながらよ

りよい研究を推進したい人々の熱量に支えられたものの、予想外

に当研究室の負担が重い活動となり、学術支援職員の藤澤空見子

さんの努力がなければ乗り越えられませんでした。

　さらに、アイヌ民族に関する研究倫理を検討する委員会に准教

授の井上悠輔さんと参加し、「アイヌ民族に関する研究について

の研究倫理指針案」のとりまとめを見届けました。やがてパブリッ

クコメントにかかります。本件は、先住民族を対象とした研究倫

理や民族的ルーツに関するゲノム研究の議論だけでなく、ヘイト

スピーチや「特権」の議論も引きずりながら進むはずで、しばら

く茨の道でもあろうと想像します。

　多くのステークホルダーに曝露され続けることは、時としてし

んどいですが、私はこれが新たな社会イノベーションを生むと信

じています。今年度は、当研究室の教職員間での「先生」呼称の

禁止、「さん」呼称の徹底をしましたが、これも小さなイノベーショ

ンのつもりです。

社会イノベーションとしての患者・市民参画
武 藤  香 織
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「データサイエンスにおける ELSI 研究の再構築」に向けた取り組み

ゲノム研究バイオバンク事業が開始されました！

再生医療の実現化ハイウェイ　最終年度へ向けて！

活　動　紹　介

　バイオバンク・ジャパン（BBJ）では、2003年度から開始され
た「オーダーメイド医療実現化プロジェクト（第 1期・第 2 期）」、
「オーダーメイド医療の実現プログラム（第 3 期）」にご協力いただ
いた約26万人の研究参加者のみなさまの生体試料と臨床情報を
保管・管理しています。
　2018年 4 月からは、AMED のゲノム研究バイオバンク事業が
開始され、BBJ の試料・臨床情報を引き続き管理するとともに、
試料・臨床情報・ゲノムデータのさらなる利活用を目指して運営
を行っています。具体的には、試料・情報の利用・受け入れの審

査を行う試料等利用審査会に電子審査を導入し、審査の迅速化、
申請に係る利便性の向上を図っています。さらに、運営方針検討
ワーキンググループや ELSI 検討委員会において、利活用の拡大
に向けた倫理的課題等の検討を進めています。
　ゲノム研究バイオバンク事業では、新たにウェブサイトを立ち
上げ、研究参加者のみなさま、研究者のみなさまに向けた情報提
供を行っています。活動内容は、BBJ ホームページ（https:// 
biobankjp.org/）で公開していますので、ぜひご覧ください。
（永井）

　再生医療の実現に向けた過程で生じる様々な倫理的課題を検討
するために、2011年から多様なバックグラウンドを持つメンバー

が助け合いながら、倫理支援、倫理教育、
調査研究を３本柱として活動してきま
した。早いもので、2019年度は我々に
とって、当該事業のもとで活動する最
終年度になります。発足当初から関与
しているメンバーにとっては 9 年目と
いうこの年月は、再生医療関連の研究

者、倫理審査委員や研究支援の方々、そして患者会の方々など、
様々な立場の皆様と連携をとりながら再生医療の倫理に関して取
り組む事ができ、我々にとって大変有益なものとなりました。く
わえて、今までの活動の中で作成してきた説明補助資料やイン
フォームド・コンセントの研修用動画など、様々なツールを広く
活用していただけるように、AMED のホームページ内に課題 D
のページを作成して頂きました。   我々の活動終了に向けてあと
１年、集大成となる一年となるよう、皆で頑張って参りますので、
温かくお見守りくださいますようお願い申し上げます。（髙嶋）

　文部科学省科学研究費補助金 新学術領域研究「システム癌新
次元」では、毎年夏に研究班が一同に集って統括班会議が行われ、
各研究班の成果報告を通じて学際的な研究交流が活発に行われて
います。今年度の新たな試みとして、班会議前日に「若いと思っ
ている人の会」が開催され、口頭発表会と同テーマによるポス
ターセッションが行われました。A02-3 班「ゲノム解析の革新に
対応した患者中心主義 ELSI の構築」（研究代表者：武藤香織）は、
「未承認医療技術への患者アクセスに関する制度と課題」（中田）、
「医療情報の研究開発への利活用：新しい制度の内容と課題」（井
上、船橋）について成果報告を行いました。本報告からさらに研

究を進めた「未承認医療技術への患者アクセスに関する国際状況
―米国 Right-to-try 法を中心に―」（中田）が若手優秀ポスター
賞（第30回日本生命倫理学会）を受賞。がん遺伝子パネル検査
に関する意識調査結果の検討については、Journal of Human 
Genetics に掲載されました（永井・李・武藤 : 論文報告参照）。
　本研究課題の最終年度に向けて、医療 AI に関する意識調査、
データ共有に関する市民―専門家対話フォーラムなど、これまで
継続してきた研究の成果をさらにお示しできるよう努めていきた
いと思いますので、どうぞよろしく
お願いいたします。（船橋）
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研究倫理に関する本が刊行されました！

　日本において「人を対象とする研究」はどのように語られてきたのでしょうか。一家綱邦さんと
編集した『医学研究・臨床試験の倫理　わが国の事例に学ぶ』が日本評論社より刊行されました。
わが国で、医学研究での「被験者保護」「研究倫理」が争点となった、15の出来事を検討しています。
患者を対象とする研究のほか、軍による研究、刑務所や乳児院での研究、最近のものでは産学連携
をめぐる事案、研究論文の不正などが登場します。巻末には海外の議論と比較できるよう、整理し
た年表も付しました。改めて俯瞰すると、「問題」が認識される時代背景にも一定の潮流があり、「人
を対象とする研究」を今後どのように検討していくべきか、新たな議論の地平も見えてきました。
1 月には本書の書評会があり、香川知晶さん、松原洋子さん、坂井めぐみさんよりコメントをいた
だきました。刊行に至るまで多くの方々からいただいた助言、激励に感謝申し上げます。（井上）

患者会と研究者が、共に臨床研究について考える

　日本網膜色素変性症協会と共に、「JRPSワークショップ
2018」を開催しました（12月18日、神戸・東京・札幌 )。   参
加者は主に協会員で、160名以上にご参加いただきました。
研究者である高橋政代さん（理化学研究所）、武藤香織（当
研究室）より臨床研究について医
学的・倫理的な観点から情報提供
した後、「患者が研究者の良きパー
トナーとなるために何ができる
か？」というテーマでグループ討
論をしました。各グループとも発
言が絶えず、活発な議論がなされ
た熱い 1日となりました！（藤澤）

先端科学技術研究センターのセミナーでの交流

　10月 7日に、東京大学先端
科学技術研究センター人間支援
工学分野（日本学術振興会PD
渡部沙織さん）が主催する「難
病 ×社会学」セミナーにて、
現在取り組んでいる研究につい
て報告する機会をいただきまし
た。同じく希少性・難治性・遺
伝性疾患の領域で調査をされて
いる医療社会学者や、フロアの方から多くのコメントを頂き、
大いに刺激を受けました！ 仲間が増えて心強く、交流を深
められることを嬉しく思います。（李）

コ　ラ　ム

論　文　報　告       ( 査読ありのみ掲載 )



　修士課程から武藤研に入学し、気が付くと一瞬で 5年間が過ぎていました。博士課程でも、遺伝／ゲノム医療
など新しく学ぶことがたくさんありましたが、患者さんやご家族、医療者や研究者の方々と出会うご縁に恵まれ
ました。先生や皆様に日々助けられ、恵まれた環境で、思いっきり研究に取り組めたことに感謝の気持ちで一杯
です。単位取得満期退学後も引き続きお世話になりながら、博士論文として成果をまとめられるよう励みたいと
思います。（李 怡然）

　今年度で博士課程を単位取得満期退学をすることになりました。あっという間の 3年間で、単位取得満期退学
をする実感がわいていません。学校の教員として生活する中での博士課程は、辛いことも多くありましたが、武
藤先生をはじめ公共政策研究分野の皆様に支えられ、ここまでたどり着くことができました。学位取得まではも
う少しかかりそうなので、まだまだ公共政策研究分野でしっかりと研究を続けたいと思います。（内山  正登）

　人生100年時代に棚卸してみたら何もない自分に愕然として、改めて勉強しなければと、修
士課程に入って早 2年経ちました。最初はビジネスとアカデミアのギャップに悩んでいました
が、ここまでくることができたのも皆さんのおかげです。心から感謝を申し上げます。研究の
探求心に目覚めた飯田さんは、引き続き武藤研で研鑽を重ねる予定でおります。これからも、
おじさん大学院生を温かく見守っていただきたくよろしくお願いいたします。（飯田 寛）

バイオバンク・ジャパンの後継事業が始まり、
少々ドタバタとしながらも、充実した１年を
過ごせたと思います。最近解禁したプリキュ
ア視聴で、娘がストーリーとと
もに喜怒哀楽を示すのを観察し
てにやにやしています。( 永井 )

医科研のお隣、神秘のベールに包まれ
ていた旧国立公衆衛生院の建物が港区
立郷土歴史館として昨秋オープンしま
した。毎日眺めているのにまだ未訪問。
カフェもあるそうでなので近々ゆっく
り見学しにいきたいです。
( 竹内 )

学会報告、倫理的側面への言及、審査査
読など挑戦の年に。研究室では 2 年目を
迎え、みなさんに支えられ、機会に恵まれ、
新しい研究手法・知見に出会う日々に深
謝。報告前夜拉麺の危険性を学んだ年で
もありました…。( 船橋 )

4 月より学術支援職員としてお世話になって
います。小さい子供がおり、予期せぬお休
みを頂くこともあるのですが、研究室の皆
様のフォローのおかげで働くことができて
います。このような環境に
感謝するばかりです。( 西村 )

今年度も色々ありましたが、本の刊行前後
のことはあまり記憶がありません。来年度
はしばらく手を付けられていなかったこと
に再挑戦できるような余裕を持ちたいと思
いますね。( 井上 )

季節の変わり目に体調を崩しがちなこの数年。
医者知らずだった頃が懐かしい…。まずはしっ
かり体調管理。そして、担当プロジェクトの
最終年度とラグビー W 杯に向けて、万全の態
勢で臨みたいと思います！ ( 山西 )

バイオバンク・ジャパンの後継事業で一般向
け広報などを担当しています。数年前からラ
ンニングをしています。最近、ランニング仲
間ができ、会話しながら楽しく走っています。
マラソン大会出場が目標です。( 神原 )
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分野長 武藤香織

武藤研に所属して 6 年。自分が役に
立てたかは甚だ疑問ですが、自分に
とっては学び得た事が本当に沢山あ
りました。心からの感謝を忘れずに、
4 月から心機一転、気持ちを引き締
めて頑張ります。( 髙嶋 )

患者・市民参画という非常におもしろい領域に関わ
ることができて嬉しい今日この頃です。愛猫に顔を
うずめて、モフモフと獣臭を感じることが最近のマ
イブームです。( 藤澤 )

少しずつ日が長くなっていくこの時期は、
時間を得しているようで嬉しいです。こ
れからも一日一日を大切に過ごしていき
たいと思います。
( 神野 )

修　了　者　よ　り

教 室 員 近 況


